体験者に聞く！

◎ 国 ： ドイツ

2013 年度 インターン生

記憶に新しい 2014 年 FIFA ワールドカップ優勝国ドイツ。
FIFA ランキング 1 位のサッカー大国ドイツのサッカー環境を是非
肌で感じて下さい。

籾山 健 さん
始めはドイツ語はもちろん、 海外生活の事も全く分
かりませんでしたが、 本プログラムでの関わりやド
イツ生活で自分を大きく成長させる事が出来ました。
その結果、 帰国後憧れの職に就く事が出来ました！

◎ 渡航都市 ： Frankfurt am Main

留学

フランクフルトは人口 69 万人を超えるヘッセン州最大の都市です。
国際金融中心地であり、 工業や産業の中心でもあります。
経済的側面から世界都市の一つに数えられております。 また、
世界最大級の空港も備え 「欧州
の窓口」 とも呼ばれております。
サッカーでは日本代表 乾選手や
長谷部選手が所属しているサッカ
ーチーム Eintracht Frankfurt が
あることで日本でも馴染みのある
都市です。 日本人の人口もデュ
ッセルドルフに次いで多く、 日本
人には大変住みやすい都市です。

岡坂 健太郎 さん

本プログラムを通して、 色々な経験をさせてもらい
ました。 イタリア ミラノでの大会参加や、 スペイン
マヨルカ社員旅行、 フランス パリ遠征などドイツ
以外の国々での活動もとても良い想い出です！

料金
◎ インターンシップ （1 年～） ◎
3,980 EUR （≒544,000 円） /1 年～

※2014 年 8 月現在レート
EUR≒136 円

料金に含まれるもの ： 片道航空券、 語学学校費用 （6 カ月分）
現地コーディネート / サポート費用、 空港送迎

◎ 応募方法 ◎
Produce by

2014 年度 インターン生

岩淵 優里奈 さん

（滞在先紹介費用、 現地サッカーチーム紹介費用等）

弊社 E-Mail アドレスに下記情報を添付にてお送り下さい。
毎年数名のインターン生を募集致します。 厳正な書類審査の上、
採用者に詳細をお送り致します。 （※体験インターンシップ希望の方は書類不要）

料金に含まれないもの ： 現地生活費 （家賃、 交通費、 食費等）
語学教材費、 海外送金手数料、 海外
健康保険費、 ビザ費用

・ 履歴書
・ サッカー歴と志望動機
・ 自身の将来設計を A4 用紙 1 枚に纏めたもの
・ 学生の場合は、 両親の同意書 （履歴書内にご署名を頂ければ結構です）

◎ 短期 体験インターンシップ ◎
850 EUR ～ （≒116,450 円 ） / 現地滞在 8 日間
1,050 EUR ～ （≒143,850 円 ） / 現地滞在 14 日間
現地滞在 21 日間
1,280 EUR ～ （≒175,360 円 ） /※21
日間以上ご希望の方はお問い合わせ下さい。
料金に含まれるもの ： 語学学校費用、 宿泊費、 朝食、 空港送迎
現地コーディネート / サポート費用

◎ 締め切り ◎
インターンシップ ： 渡航 前年の 11 月 30 日 まで
短期 体験インターンシップ ： 渡航日の 1 カ月前 まで

◎ 応募資格 ◎
・ 18 歳～ 30 歳までの男女
・ サッカー、 水泳、 ウィンタースポーツ等 経験者優遇
・ 教員免許、 各種指導者ライセンス保持者優遇
・ 将来の展望が明確な者
・ 初期費用の他、 現地生活費に十分な金額を保有する者
もしくは、 両親に生活費を仕送りしてもらえる者
・ 春 （毎年 4 月） に渡独し 1 年以上滞在できる者 （インターンシップ）
・ 土曜日に開始 （フランクフルト到着） すること。 （体験インターンシップ）
KM Sports UG
Berliner Strasse 5 65760 Eschborn
E-Mail ： info@km-sports.com

Web ： www.km-sports.com

詳しくはホームページをご確認ください

（期間中の現地サポート費用、 現地サッカーチーム紹介費用等）

料金に含まれないもの ： 現地生活費 （交通費、 食費等）
語学教材費、 海外送金手数料、 海外
健康保険費、 往復航空券 （別途ご案内）
※注意事項※ ～お申し込み前に必ずご確認ください～
・渡独日は 3 月下旬から 4 月上旬です。
（インターンシップ）
・お申し込み後のキャンセルは不可です。但し、航空券は航空会社のキャンセル基準に従います。
・プログラム途中での帰国等による途中キャンセルによる返金は御座いません。
・現地コーディネートは基本、到着後の始めのみで、複数回のコーディネートは行ないません。
・現地では上記以外のサポート、アドバイス等も致しますが、各々の代行手配等は行ないません。
・生活基盤に必要な手続きはサポート致します。・インターンシップの契約は最低 1 年となります。
・航空会社の指定はできません。追加料金にてご希望を承る事が可能です。
・住居、学校等の変更を希望する場合は基本ご自身にて手続き頂きます。
・インターンシップに含まれる航空券は片道となります。復路は現地購入です。
（約 600EUR ～）
・インターンシップは有給制です。詳細は書類審査合格者にお知らせします。
・体験インターンシップは 27 歳以上は宿泊先の規定により、追加料金が発生致します。
・本人の過失による怪我、死亡事故等は弊社での責任を負いかねます。
・既定の語学学校が満員の場合は、別の学校を紹介する為、料金が追加になる可能性があります。

4月
7月

水泳教室

10月

1月
4月

フットボール最高峰の国 ドイツであなたの世界観 ・ 人生観を変えませんか？
2014 年ワールドカップ優勝国ドイツはサッカーをする環境が素晴らし程 整っております。 現地のサッカ
ークラブで実際にドイツサッカーに触れ、 海外インターンシップによりグローバルな社会経験と指導者と
しての経験を積むという充実したライフスタイルです。

大会参加
遠征

本プログラムは、 指導者や教師の道を志す方はもちろん、 海外でスポーツ関係の仕事をしてみたいと
いう方にもお勧めするプログラムです。 新しい知られざる世界を経験することで、 きっと素晴らしい世界
観 ・ 人生観が広がる事でしょう。

日常会話レベル

このプログラムにより、 グローバルで有能な人材に成長した皆さんが日本サッカー界だけでなく、 日本
社会の発展に繋がる事を心から願っております。

シーズン開幕

2年目以降の例

KM Sports UG とは （インターンシップ先 ※有給）
KM Sports UG は 「スポーツを通してドイツ生活に潤いを」 をモット
ーに活動しているドイツの法人団体です。 現地の子供達のスポー
ツにおける生活サポートを主に行っております。 サッカーをメインと
してスクール活動の他、 水泳スクール、 留学生サポート、 通訳業
務、 大会運営なども行っております。
インターン生は社員の一員となり一緒に様々な事にチャレンジしていきます！
メインとなるサッカー指導は KM Sports 運営の FCFJ KSS にて指導
者活動を行って頂きます。
FCFJ KSS とは Football Club Frankfurt Japan Kids Soccer School
の略称です。 フランクフルト在住の日本人サッカーチームで、 幼 ・
小 ・ 中学生の KSS と TOP チーム、 四十雀 （Over 40） の 3 部構
成の巨大組織です。 KSS は 100 名以上の会員を擁し、 毎週 土 ・ 日曜日に活動しており
ます。 ドイツ人チームとの試合、 サマーコース、 講義、 各種イベント、 遠征等も行い、
インターン生も担当を振り分けられサッカー指導以外の部分でも経験を積んで頂きます。
専任指導者は DFB ライセンス保持者や元セミプロ選手など経験豊かなスタッフがおり、
良い指導の手本となるでしょう。
週数回の日本人同士の活動は、 皆家族のように楽しく活動しております。

ゼミナール の 開催
KM Sports の下、 週一回ゼミナールを開催してお
ります。 指導案を話し合いより質の高い指導スキ
ルを目指します。 また、 自身のアイディアによる
ビジネスプランのプレゼンテーションを行い、 皆で
改善し、 実際にビジネスへ繋げて行くゼミナール
です。
インターン生にとっては、 社会経験の肥やしにな
る良い場となっております。

ドイツ語 語学学校 で 新しい言語を学ぶ
短期 体験インターンシップ （8 日～ 21 日間）
将来ドイツに長期留学する予定で、 その前に短期で経験してみたい方や海外で働く
現場を見たい方、 本場ドイツのサッカーを体験してみたい方など、 色々な目的に合
わせて参加できる体験プログラムです。
参考スケジュール （14 日間の場合）
現地スタッフがあなたのご要望やご質問にお
1st Week
2nd Week
応え致します。 将来の目標達成へのお手伝い DAY AM
PM
日本 各地出発
体験トレーニング
をさせて頂きます。 詳しくは HP をご確認下さい。 Sat
フランクフルト到着

世界最高峰のドイツサッカーに触れる

労働 ： 2 ～ 3 時間 x 週 2 回
給与 ： 約 50EUR （≒6950 円） / 週
※上記 インターンシッププログラムの場合の一例

Mon
Tue
Wed

FCFJ WEB サイト ：
http://www.fcfj1997.de
Facebook で活動内容が見れます！

主な内容
・ 語学学校
・ 現地チーム 体験サッカートレーニング
・ ボランティア インターンシップ 活動

Sun

チーム手配料はプログラム料金に含まれており
ます。

宿泊先 ： 学生ホテル / 朝食付き
・ お部屋タイプ選択可能 （料金が異なります）
・ 学生食堂付

Thu
Fri

FCFJ KSS 練習

ブンデスリーグ観戦
FCFJ KSS 練習

Free

Free

語学学校

語学学校

Free

Free

語学学校

語学学校

体験トレーニング

体験トレーニング

語学学校

語学学校

Free

Free

語学学校

語学学校

体験トレーニング

体験トレーニング

Free

フランクフルト出発
翌日 日本到着

※上記は例です。 スケジュールは変更の場合がございます。
ブンデスリーグ観戦チケットは含まれません。

